しゃべるのは

ことばだけ？

こころとからだが

︵えーと︑
あのね︶

といってるよ︒

からだをゆっくりひらいてゆく、
こころがひらくように。
からだをゆっくりのばしてゆく、
自分の内と外が感じられるように。

の
ダンス 時 間
野中真理子監督作品

出演

村田香織 ほか

音楽

大友良英 江藤直子

dance-no-jikan.com

語り

松本来夢

普通のひとたちが、ダンスで変わってゆく時間。こころとからだを自由にするドキュメンタリー！
【出演】村田香織、
村田仙、
夏海光造、新江ノ島水族館のみなさん、
アクアン、
えのすいKids Clubのみなさん、
すみだ水族館のみなさん、
ねこのさら造【語り】松本来夢【音楽】大友良英、
江藤直子【制作スタッフ】
プロデューサー：野中真理子 撮影監督：夏海光造 音響：米山靖 メインタイトル：赤松陽構造 撮影：馬場宏子、
川口慎一郎、
新垣直哉 撮影技術：池田 昌史、
井之上大輔 撮影助手：染谷有輝、
熊坂眞弓 ドローン撮影：
森田雄司 録音：永峯康弘 整音：井上久美子 編集技術：尾尻弘一、
井上綾花 スタジオ編集 技術：西村康弘 タイトル制作：川口和子 演奏：青木タイセイ、
江藤直子、
大津 真、
荻原和音、
かわいしのぶ、
小森慶子
ギターSolo :大友良英
（♪ダンスの時間 テーマ） 音楽録音：大津真 録音スタジオ：UBiK Studio 音楽制作：佐々木次彦 バリアフリー字幕：尾尻弘一 英語翻訳：ベンジャミンボアズ 韓国語翻訳：成 恵卿 イタリア語
翻訳：m&m mediaservices 【宣伝スタッフ】コピーライター：松家仁之 アートディレクター：島田隆 イラストレーター：坂崎千春 Webサイト 制作：浅野桜 劇場予告編集：松原つよし 上映宣伝デスク：髙橋知夏
パブリシティ：高田理沙

助成：

文化庁

文化庁文化芸術振興費補助金 【撮影協力】新江ノ島水族館、
すみだ水族館、
京都水族館、
八ヶ岳あおぞら農園 【協力】
いせフィル ム、
ネオピーアンドティー、
ムスタッシュ、

doubtmusic、オフィスキール、日映美術、be off、テレコムスタッフ 【Special thanks to】伊勢真一、鶴田千枝子、鶴田正成、堀一久、三坂伸也、立川智也、江原陽子、萩原季里、牧田幸洋、大場雅一、沼田順、
瀧口明子、大澤恵理子、小川浩、小川幸子、河内紀、河内信子、森泉、小川貴子、岡井揺萩、久宗百合子、妻木律子、菅野幸恵、今村彩子、村田良子、遠藤たか、富岡広樹、富岡奎、富岡楽 【制作経理】岩城浩志
【製作】野中真理子事務所、UMI PRODUCTION、ヒポ コミュニケーションズ 【配給】野中真理子事務所 【監督・編集】野中真理子 ©2015 Nonaka Mariko Ofﬁce 2015/日本/カラー/88分/16：9/HD

なにかを感じ、
伝えようとするとき
生きものは動いています。
いま始まるダンスの時間。

ダンサーの香織さんは、ひっぱりだこ。新江ノ島水族館のイルカショーの振付
からはじまって、スカイツリーのすみだ水族館のスタッフにも、ちょっと不思
議なダンスを用意。お客さまとのコミュニケーションを円滑にしよう、という
レッスンをしています。からだを動かすと、こころはどう動く？ 気持ちをあ
らわすにはどう動けばいい？ 動物好きでナイーブなスタッフがだんだん笑顔

になってゆく時間。香織さんは週に一日、老いた母の介護にも通います。日が
「こどもの時間」
「トントンギコギコ図工の時間」
の
「できません」
「だめです」の言葉をどう受けとめ
野中真理子監督、
11年ぶりの第３作、
ついに完成！ な一日ベッドですごす母の、
ればいい？
母と話し、母に触れる。どうしたいのかを感じる。これだって、
ダンサー、
村田香織の日常生活を追いかけながら、
母と娘のデュエットダンス。ダンスとは感じること。どんなに大変でも、生き
わたしたちのこころとからだを楽にする
誰も知らなかったダンスの秘密をさぐります。
ることを肯定すること。香織さんの一日は、いつでもどこでも、ダンスの時間。
監督：野中真理子 出演：村田香織 新江ノ島水族館のみなさん すみだ水族館のみなさん
音楽：大友良英 江藤直子 語り：松本来夢 撮影：夏海光造 音響：米山靖 協力：いせフィルム テレコムスタッフ
助成： 文化庁文化芸術振興費補助金 配給：野中真理子事務所 2015/日本/カラー/88分/16：9/HD
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９月１
７日（土）シアター・イメージフォーラムにて
公開！ほか 全国順次ロードショー
劇場特別鑑賞券

￥1,500（税込）発売中

当日一般 ￥1,800 / 学生・シニア ￥1,200 / 小・中・高・会員 ￥1,100

03 - 5766 - 0114
http://www.imageforum.co.jp/
渋谷駅より徒歩8分 宮益坂上がり青山通り、
表参道方面一つ目の信号右入る
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